犯罪のない安全・安心岡山県づくり

岡山県からのお知らせ
平成 29 年中

安全・安心通信

特殊詐欺の被害額・件数が増加！！

平成 29 年中、特殊詐欺の被害件数・被害額は、ともに前年と比較して増加しています。

○発生実態は、
・息子や孫のほか、警察官や銀行職員、有名デパート店員をかたるオレオレ詐欺
・老人ホームの入居権を巡り「名義貸しは犯罪」などと不安をあおり現金を送付させる手口のほか、
有料サイトの未納料金名目に、コンビニエンスストアで電子マネーを購入させて番号を聞き出す、
又はコンビニ決済を利用させて現金をだまし取る架空請求詐欺
が多発しました。
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振り込め詐欺
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オレオレ詐欺
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架空請求詐欺
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61
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融資保証金詐欺
還付金等詐欺

特殊詐欺被害
増加中！

対前年

数

H29.12 末

36

振り込め詐欺以外の特殊詐欺

増減

対前年

被 害 額
H29.12 末

同月％

H28.12 末

増 減

20 112.0% 約 5 億 3,530 万円 約 2 億 9,270 万円 約 2 億 4,260 万円 182.9%
19 161.3% 約 1 億 4,930 万円

約 6,620 万円

約 8,310 万円 225.5%

77.8%
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約 860 万円

△約 450 万円
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△約 1,340 万円
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△約 4,520 万円
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10

20.0%
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約 2,900 万円

△約 2,190 万円

24.5%

ギャンブル必勝情報

1
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0 100.0%
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約 340 万円

△約 330 万円

3.9%

異性交際あっせん

0

3

△3

0.0%

0円

約 710 万円

△約 710 万円

0.0%

2

4

△2

50.0%

約 970 万円

約 2,270 万円

△約 1,300 万円

42.7%

191

184

計

子どもの見守りや地域の
安全確保で活躍されている
防犯ボランティア 18 団体
をご紹介します。

32 152.5% 約 3 億 4,400 万円 約 1 億 6,670 万円 約 1 億 7,740 万円 206.4%
△2

2

合

△8

7 103.8% 約 5 億 5,230 万円 約 3 億 5,490 万円 約 1 億 9,730 万円 155.6%

※被害額欄は端数を四捨五入しており、個別被害額を合計しても全体被害額の合計とは一致しない
場合があります。

入学・進級おめでとう！みんなで子どもの安全を守りましょう！！
４月は、学校園の入学（園）の時期です。新入学（園）生の慣れない登下校で、子ども達が犯罪、
事故に巻き込まれないよう、登下校時間帯に合わせて買い物や庭の水やりを行うなど、
「目配り」
「気
配り」
「明るいあいさつ」で子ども達の安全確保にご協力をお願いします。

【関連行事】
県・県教育委員会・県警察では、岡山市内等の小学校が新学期を迎える４月９日（月）午前７時
30 分から、大学生ボランティア等にご協力いただき、岡山駅前後楽園口付近で「入学・進級おめで
とう！子どもの安全確保街頭啓発キャンペーン」を行います。
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岡山県マスコット

「ももっち」
・
「うらっち」と仲間たち

同月％

金融商品等取引

その他
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安全は地域のきずなと
あなたの意識
防犯ボランティア特集号

（岡山県警察本部生活安全部生活安全企画課調べ）

・「自分だけはだまされない」
と思わない
・電話を切って、家族や警
察、消費生活センターな
どに相談する
ことが大切です。

●

平成30年３月発行

平成29年中の特殊詐欺被害状況
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●

第32号

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

お問い合わせ

岡山県 県民生活部 くらし安全安心課

電 話 086－226－7259
FAX 086－225－9151

〒700 - 8570 岡山市北区内山下2丁目4番6号

＜メールアドレス＞ anzenanshin@pref.okayama.lg.jp
＜ホームページ＞ http://www.pref.okayama.jp/
(岡山県) ▶ 組織で探す ▶ 県民生活部『くらし安全安心課』
＜フェイスブック＞ http://www.facebook.com/kurashianzenanshin
８
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「大学生防犯ボランティアフォーラム」を開催しました
平成 30 年２月 22 日（木）
、岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム）で、若い世代
による防犯ボランティア活動の活性化と士気の高揚を図ることを目的に、
「大学生防犯ボランティア
フォーラム」を開催しました。
フォーラムには、県内で活動する大学生防犯ボランティア団体
参 加 団 体 一 覧
が参加したほか、高知県で活発なボランティア活動を行っている
団 体 名
所 属 大 学
高知県立大学防犯ボランティアサークル「ＹＣＰＫ」も参加して
ＹＣＰＫ
高知県立大学
就実大学・短期大学
くれました。
岡山商科大学
環太平洋大学 久田 孝准教授に「次世代に伝える“ボランティ
ももパト隊
吉備国際大学
アスピリッツ”
」と題してご講演をいだだいた後、各団体の活動事
新見公立大学・短期大学
例の発表や「防犯ボランティアの活性化」などをテーマに班別検
ＩＰＵ学生防犯隊「爽志会」
環太平洋大学
討会を行いましたが、今後の活動のあり方などについて活発な意
岡山理科大学児童見守り隊
岡山理科大学
見交換がなされる
倉敷子ども健やか教室「マスカっち」 川崎医療福祉大学
など、大変有意義
川崎医療短期大学安全パトロール隊 川崎医療短期大学
なフォーラムとな
さんぱと隊
山陽学園大学
りました。
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田中野田町内あんぜんあんしん見回り隊（岡山市北区）
プロフィール

思誠学区防犯パトロール隊（新見市）

助け合うまち・きれいなまち・楽しいまち

にいみ日本一安全安心のまちづくり

プロフィール

田中野田町内会は、岡山市立御南中学校の東に位置しています。
近年は西バイパスが開通し、宅地の造成等が進んだことで人口が増
加し、今では約 800 世帯が暮らす町内会になりました。
「私どもの地域は私どもで守り育てる
心」をスローガンに、各種防犯のための
様々な取組を行っています。
毎週金曜日には、防犯灯の電球切れ、
児童公園の公衆トイレの確認、落書き、
ゴミの放置などに目を配り、町内会全域
の夜間パトロールを行い、また、子ども
達の下校時間帯には、有志の女性団体
「田中野田下校児童見守り隊」と連携し
た見守り活動を行うなど、地域全体が、
昼夜分かたず、安全で安心なまちづくりのための活動に努めています。
今年の目標は、
「見回り隊員の増員」
「防犯カメラの増設」「意識の高揚」に設定しま
した。
「ふれあい豊かな住みよい田中野田」を目指して、地域の安全・安心に貢献して
いきたいと思います。

思誠小学校は新見市の中央部に位置し、明治５年に設立された歴
史ある小学校です。「思誠学区防犯パトロール隊」は、この思誠小学
校区を中心に活動しています。
具体的には、自宅前でのあいさつや見守
り、学校への送り迎えなど、それぞれが無
理のない範囲で、立場や事情に合わせた活
動を行っています。
平成 27 年には結成 10 周年を迎え、記念
式では子ども達から感謝状を受け取り、改
めてこれからも頑張っていこうという気持
ちを強くしました。また、毎年６月末ころ
に開催される、パトロール隊との交流行事「思誠っ子集会」では、
子ども達から感謝の気持ちが書かれた手作りの「うちわ」をプレゼ
ントしてもらっています。（隊員は毎年楽しみにしています。）
そのほか、運動会や学習発表会等の学校行事にも積極的に参加していますが、子ども達の生き生きとした姿を見
ることで、日々の活動のエネルギーにもなっています。今後も子ども達の安全安心のため、隊員間の交流を深め、
効果的な見守り活動を継続していきたいと考えています。

ご近所スクラム隊迫川分校区自治会（岡山市南区）

佐良山自主防犯防災会（津山市）

結成 平成 16 年９月
○ 結成の経緯
私どもの地域は私どもで守り育てようとの想いで
結成
○ 団体の構成等
（代表）和気 茂氏
（構成）町内会有志
○ 活動地域
田中野田町内全域
○ 主な活動内容
・夜間パトロール
・不審者（車）チェック
・児童、生徒への気配り、声かけ
○

結成 平成 17 年 12 月 22 日
○ 結成の経緯
他の地域で児童が被害に遭う事件が続き、不安が
募ったことをきっかけに結成
○ 団体の構成等
（構成）
ＰＴＡ273人、老人クラブ等の各種団体
地域住民の有志159人
○ 活動地域
思誠小学校区
○ 主な活動内容
・自宅前での見守り
・登下校の見守り
・年３回の意見交換
会（ 7･12･2 月）
○

アットホームな活動

プロフィール

迫川分校は岡山市立灘崎小学校の分校で、奥迫川区、茂曽区、迫
川区の１～３年生の児童 30 人が通っています。
登下校は低学年だけになるため、パトロール隊としても、主に見
守りでなく付き添いでの安全確保を行っています。子ども達の家族
も、登下校の付き添いに協力してくれるので、この時間を活用して、
地域の情報交換も行うことができます。
１月には「餅つき大会」を行
い、子ども達との交流を深めまし
た。子ども達とその保護者だけで
なく、地域の方にもご協力いただ
き、地域が一丸となって子ども達
の成長を見守っていくことの大切
さを再認識しました。
これからも子ども達との距離の
近い、アットホームな活動を続けていきたいと思っています。
結成 平成 18 年
○ 結成の経緯
地域の安全を自分たちの手で守っていきたいとの
思いで結成
○ 団体の構成等
（代表）平田英雄氏
（構成）地域住民約20人
青パト隊９人
○ 活動地域
迫川分校区内
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
付き添い
・青パト５台による
パトロール
○

倉敷市緑丘地域安全パトロール隊（倉敷市）

佐良山自主防犯防災会は、平成 16 年に「佐良山自主防災会」とし
て発足し、平成 20 年に防犯を加えて現在に至ります。
佐良山地区の 13 町内会で構成され、それぞれの町内会での子ども
の見守り活動のほか、各町内会の持ち回りで実施する防災訓練にも
力を入れています。
年末には、各方面を４班に分けて夜の一斉パトロールを行ってい
ます。参加者は 60 名を超え、それぞれが徒歩や青パトで各地域のパ
トロール活動を行っていますが、今年は不審火が続いていることも
あり、消防団とも連携して実施しました。
３月には警察署、消防署の協力のもと、
大規模な防災訓練を予定しています。
防犯、防災の区分けなく、訓練活動・
パトロール活動を通じて地域住民が交流
を図ることで、地域間の更なる協力体制
が確立できると考えています。
「地域の安全安心を担う主体は、地域住民自身である」との認識のもと、今後も様々
な活動を実行に移していきたいと思っています。
結成 平成 16 年 10 月 25 日
○ 結成の経緯
「自分たちの地域は自分たちの手で守る」との決意
のもと、安全・安心な佐良山を目指して結成
○ 団体の構成等
（代表）
植月良祐氏
（構成）
佐良山地域13町内会約200人
青パト４台（高尾地区）
○ 活動地域
佐良山地区
○ 主な活動内容
・登下校の見守り
・危険箇所の点検
・落書き消しなど環
境美化
・青色防犯パトロール

加美小学校見守り隊（美咲町）

目配り・気配りで安全確保

プロフィール

実行力の佐良山地区

プロフィール
○

平成 17 年に結成した団体を基に、平成 23 年４月に現在の地域安
全パトロール隊として再結成しました。現在の隊員数は 186 人です
が、一時は 200 人を超えたこともありました。他の団体も同じでしょ
うが、高齢化とパトロールへの参加人数の確保が課題になっていま
す。
普段の見守り活動のほか、年に２回、班長会議を行い、活動報告
と問題提起を行っています。会議後は、危険箇
所への防護柵や、ガードレールの設置などの要
望を関係機関に働きかけて対策を取ってもらう
など、地域全体が安全で安心して暮らせる街に
なる様、目配り・気配りも大切に活動しています。
登下校の見守りでは、笑顔で明るくをモットー
に、ハイタッチしながらあいさつするなど、子
ども達との距離をなるべく近く保つようにして
います。お陰様で何かあった時には子ども達の方から、気軽に相談してきてくれます。
また、子ども達がケガをした時のために、救急セットが入ったポーチを肩から掛けて見守
り活動を行っています。ポーチは、地元の繊維会社に生地を提供してもらい、婦人会の方々
が手作りして下さいました。ジーンズ生地で児島らしさをアピールしています。

平成 22 年当時、加美小学校での地区懇談会の中で、婦人会として
地域のために何かできることがないかとの話題があり、校長先生か
ら「防犯パトロールをやってみては」と
の提案をいただいたことがきっかけで結
成しました。
登下校時の見守り活動のほか、毎週火
曜日には１年生の下校に付添い、交通の
安全確保や、危険箇所の指導なども行っ
ています。子ども達と一緒に、楽しい会
話をしながらの徒歩下校は、私たちの健
康維持にもつながっています。
パトロールの時間帯以外でも、子ども
達から「パトロールのおばさんだ、こんにちは！」と元気にあいさ
つしてもらった時には、大変うれしく、パトロールを続けていくための大きなエネルギーになっています。
大きな力にはなれませんが、これからも子ども達の安全確保、地域の安全、そして自分達の健康維持のため、笑
顔と元気あふれる見守り活動を継続していこうと思っています。
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結成 平成 17 年９月
結成の経緯
地域の安全・安心を自分たちで実現しようとの気
運の高まりで結成
○ 団体の構成等
（代表）片山義嗣氏
（構成）町内会、コミュニティ協議会、婦人会、
ＰＴＡ等総数
186人
○ 活動地域
倉敷市緑丘小学校区
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・地域の危険箇所把
握
○

笑顔と元気あふれる見守り

プロフィール

○

結成 平成 22 年
○ 結成の経緯
当時の校長先生から「防犯パトロールをやってみ
ては」との提案で結成
○ 団体の構成等
（代表）
杉原百合子氏 婦人会13人
○ 活動地域
加美小学校区内
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・毎週火曜日下校時
の付添
・青パトへの同乗
○
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水島小学校区見廻組（倉敷市）

ママーズ（倉敷市）

地域との深い連携

プロフィール

今年度、創立 70 周年を迎えた水島小学校を中心に活動をしてい
ます。私たちの団体は、平成 18 年に結成されました。以前（昭和
50 年代後半）から登下校時の見守り活
動をしていましたが、その流れを継承
し、より組織的な活動が行えるよう、
見廻組を結成しました。
地域に社会教育力を醸成し、地域の
子どもは地域で育てることを目標に、
子ども達の登下校時の見守りはもちろ
ん、放課後の安全確保にも力を入れて
います。
平成 27 年度からは、地域連携によ
る学校支援のため設置された水島小学校支援地域本部の一員として、
各種行事にも積極的に参加するなど、見廻り活動を通じた地域コミュニティーの強化に努めています。
今後も見廻組として、学校や地域との連携を密にし、安全・安心の水島小学校区を盛り上げていきたいと思って
います。
結成 平成 18 年１月
○ 結成の経緯
地域の子どもは地域で育てることを目指し、
安全・安心にも尽力しようと結成
○ 団体の構成等
（代表）岡 浩二氏
（構成）
各町内会
40人
○ 活動地域
水島小学校区
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・放課後の安全パトロール
○

防犯活動の開始は落書き消しからでしたが、「子ども達にもっと愛
情を届けたい」との思いから、現在では料理教室、フラワーアレン
ジメント、紙芝居の作成・読み聞かせなど、直接的に子ども達とふ
れあう活動を中心に行っています。
紙芝居は子ども達に作成してもらいました。料理教室では、子供
たちが植えた夏野菜を収穫し、それを材料に夏野菜カレーを作りま
した。子ども達とふれあう機会を増やし、愛情を注ぐことで、子ど
も達が落ち着いた気持ちで生活できる環
境作りを目指して活動しています。
夏休み等の長期休暇中は、大型ショッ
ピングセンターなどでのパトロール活動
も行います。優しい声掛けを行い、子ど
も達が犯罪を起こしたり、また犯罪に巻
き込まれないように目を配っています。
これからも特定の地域だけではなく、
母親のような愛情を広く届ける活動を続け、安全・安心に貢献していきたいと思います。
結成 平成 13 年
○ 結成の経緯
学区が荒れている時、母の愛で落ち着いた教育環
境が整えばとの思いで結成
○ 団体の構成等
（代表）
原田明代氏
（構成）
少年警察協助員を中心に女性15人
○ 活動地域
倉敷市内
○ 主な活動内容
・防犯パトロール
・長期休暇中の商業
施設でのパトロー
ル
・料理教室、紙芝居
作成

川辺小学校防犯・交通パトロール隊（倉敷市）

高梁警察署管内地域安全推進員協議会高梁駅前交番班（高梁市）

「ももガン」と一緒に安全なまちづくり

プロフィール

母の愛情を届けたい

プロフィール
○

地域の安全は地域の手で

プロフィール

川辺小学校区は倉敷市西部、高梁川と小田川が合流する地点に位
置します。近年、地域の交通の便が良くなったことで、住宅地が増
え、小学校の児童数も増加しています。
活動は毎日の見守りを中心に、登下校時の付き添いや自宅前での
見守り、声掛けなどを行っています。子ども達の付き添いで一緒に
歩くことは適度な運動にもなり、毎日健康的に楽しく過ごすことに
もつながっています。（子ども達から元気を分けてもらっています。）
活動を通じて、登下校以外でも、普
段から子ども達とのコミュニケ―ショ
ンの広がりが感じられるようになり、
やっていてよかったと実感しています。
月一回のあいさつ運動では、みんな
のやさしい心から生まれた妖精「もも
ガン」
（学校マスコット）も校門に立ち、
子ども達の登校を見守ります。
やさしい気持ちで地域を見守り、住みよいまちづくりの一助になることを信じて、
これからも活動を継続していきたいと思っています。

「地域の安全は地域の手で」をスローガンに、活動区域内の少年警
察協助員や青色防犯パトロール隊と連携し、犯罪のない安全で安心
な地域づくりを推進しています。
具体的には、「備中たかはし松山踊り」をはじめとした各地区の祭
礼時や、毎月第２金曜日の「犯罪ゼロの日」、
「環境浄化の日」には、
夜間のパトロール活動を行い、その際、ＪＲ備中高梁駅に隣接の駐
輪場の警戒や、中高校生の利用者に対するマナーアップや帰宅を促
す声掛けも併せて行うなど、青少年の健全育成や非行防止にも配意
しています。
また、年金支給日や歳末には、防犯
キャンペーンとして、大型店舗のＡＴ
Ｍコーナーや駅前などの人が集まる場
所で、警察官と一緒に特殊詐欺の被害
防止や自転車の盗難防止に関するチラ
シやグッズを配るなど、犯罪被害防止のための広報啓発活動も行っています。
今後も「できる人ができる範囲で無理なく」を合い言葉に、継続的なパトロール
活動を行っていきたいと考えています。

中川子ども見守り隊（矢掛町）

新見警察署管内地域安全推進員千屋駐在所班（新見市）

結成 平成 18 年 12 月 22 日
○ 結成の経緯
「川辺の大切な子ども達を地域で守る」との気運
の高まりから結成
○ 団体の構成等
小学校を事務局に
ＰＴＡ、教職員、
ボランティア隊員
で構成
○ 活動地域
川辺小学校区
○ 主な活動内容
・一斉下校への付き添い
・自宅付近での見守り活動
・登下校時の安全パトロール
・子ども達へのあいさつ・声かけ
○

子どもは地域の宝

プロフィール
結成 平成 22 年２月
○ 結成の経緯
地域の安全は地域で守り、住みよいまちづくりを
目指して結成
○ 団体の構成等
（代表）佐藤裕治氏
（構成）自治、社会福祉協議会、子供会、町内会
等の有志、見守り隊46人、青パト隊12人
○ 活動地域
中川小学校区
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・集団下校の付き添
い（水曜日）
・青パトによるパト
ロール
○

結成 平成８年 10 月
○ 結成の経緯
犯罪を防止し「安全・安心まちづくり」のために
結成
○ 団体の構成等
（代表）
渡邉廣三氏
（構成）
地域安全推
進員８人
○ 活動地域
高梁警察署
高梁駅前交番管内
○ 主な活動内容
・登下校時の子どもの見守り
・車両・徒歩でのパトロール
・各種防犯広報活動への参加
○

中川子ども見守り隊は、県の南西部に位置する矢掛町内の中川小
学校区で活動しています。田園が広がるのどかな農村地帯ですが、
矢掛と井原笠岡を結ぶ交通の要所でもあり、登下校時の安全確保に
は特に気を付けています。
小学校の児童数は 54 人と少ないですが、見守り隊は 46 人もおり、
毎週水曜日の集団下校には、見守り隊も同行して交通安全や危険な
場所の指導を行うなど、お互いの顔が見える活動を心掛けています。
平成 27 年には青パト隊を結成
し、より効果的なパトロールがで
きるようになりました。
また、地域の方にも協力しても
らい、毎年４月には、集まったア
ルミ缶の収益で黄色い通学傘を購
入し、新入生に贈呈しています。
これからも「子どもは地域の宝」
を合言葉に、地域の安全・安心を

見守っていきます。

６

守ろう！地域と子どもと高齢者

プロフィール
結成 平成 19 年 11 月
○ 結成の経緯
地域安全推進員として活動していく中で、より広
範囲な活動ができると思い結成
○ 団体の構成等
（代表）
池田廣海氏
（構成）
新見警察署地域安全推進員千屋班７人
○ 活動地域
新見市千屋地区全域
○ 主な活動内容
・登下校の見守り
・防犯パトロール
・青色パトでのパト
ロール
・高齢者宅の訪問活動
○

主な活動は、防犯パトロールや広報啓発活動です。具体的には、
子ども達の登下校時の見守りや、青パトでの夜間パトロール、民生
委員の方と協力して高齢者宅の訪問活動も行っています。
青パトでのパトロール中には、特殊詐欺の被害防止や、かぎ掛け
運動の音声テープを流しながら、各種犯罪防止のための広報啓発に
努めています。そのほか、市役所や警察署が行う各種啓発行事にも、
積極的に参加しています。
地域がら、冬には雪が多く降り、子ども達の通学路、特に歩道部
分の雪かきや、時には高齢者からの依
頼で、家屋の除雪作業に駆り出された
りもしています。
今までの継続的な活動により、地域
からの認知度も高く、パトロール中に
子ども達から手を振られたり、訪問し

た高齢者にも喜んでもらっています。
今後も「守ろう。地域と子供と高齢者」のスローガンのもと、無理なく活動を継
続させ、安全・安心な地域を目指します。
３

犯罪のない安全・安心岡山県づくり

安全・安心通信

防犯ボランティア特集
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勝田っ子の安全を守る会（美作市）

馬屋下学区安全パトロール隊（岡山市北区）

つながる

プロフィール

勝田小学校区は県北東部の美作市にあり、北は鳥取県境に接して
います。昨年は隣接の小学校が統合され、パトロールエリアも拡大
しました。
９月には県下で交通死亡事故が多発したことを受け、美作警察署
や美作市、勝田総合支所等の関係機関と連携し、学区内の 10 か所で、
登校時の見守りやあいさつ運動
を行いました。
スクールバス利用が増える
中、子ども達の交通安全意識の
高揚につながったと思います。
私たちの団体では、普段の見
守り活動のほか、学校支援ボラ
ンティアとして「ふれあい交流
会」「放課後補充学習」など、
年間を通して、学校と継続的なかかわりを保ちながら、地域と子ども達との
つながりを意識した活動を心掛けています。
結成 平成 18 年２月
○ 結成の経緯
登下校時の児童の安全確保の一助となればと結成
○ 団体の構成等
（代表）豊田成之氏
（構成）町内会、
地域住民ＰＴＡ
○ 活動地域
勝田小学校区
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・車や自転車を活用
した通学路の巡回
パトロール
○

気負わず、できることをできる範囲で

プロフィール

馬屋下学区は山陽自動車道の吉備サービスエリアの北側に位置し、
フルーツ王国岡山を代表する白桃やマスカットなどの果樹園が広が
る、のどかな地域です。馬屋下小学校は、平成２年に桃丘小学校が
分離新設されたことで、児童数が当時の約３分の１以下の 130 人程
度になりました。
パトロール隊の活動は朝夕の子どもの見守りが中心です。学区内
の道路の大半が主要道の抜け道になっているため、子ども達の交通
事故防止には特に気を付けています。
３か月に１度は地元駐在所の警察官
との情報交換を行い、保護者とも協力
して防犯・交通に係る危険個所の把握・
情報共有に努めるなど、子ども達が安
全で安心して生活できるような活動を
心がけています。
高齢化による隊員の減少が何よりの課題ですが、自分たちの地域は自分たちで守る
との強い気持ちを持ちながら、気負わず、できることをできる範囲で行い、今後も活
動の継続と、より住みよい地域を目指して頑張っていきます。
結成 平成 18 年
○ 結成の経緯
子ども被害の犯罪が多発し、学校・警察から持ち
かけられて結成
○ 団体の構成等
（代表）
吉仲 章氏
（構成）
町内会、ＰＴＡ、大窪子供会保護者
○ 活動地域
馬屋下小学校区
○ 主な活動内容
・登下校の見守り
・高齢者の見守り
・学校行事への参加
・あいさつ運動
○

美咲町亀甲ルック隊（美咲町）

甲浦学区安全・安心を守る会（岡山市南区）

ゆっくり・のんびりパトロール

プロフィール

私たち亀甲ルック隊は平成 17 年に結成しました。普段の活動は、
毎週木曜日の下校時間帯に、通学路周辺を中心に、青パトで見守り
も兼ねた巡回パトロールを行っています。
青パトは美咲町役場が所有
している車で、維持管理費や
燃料は町に負担してもらって
います。ほかの地域の青パト
隊では、私有車両でパトロー
ルをしていることをよく聞き
ますが、恵まれた環境でパト
ロール活動ができることに感
謝しています。この恵まれた
環境を活かし、パトロール頻
度を週１回から週２回に増やすことも計画しています。
結成当初は隊員７人でスタートし、一時９人まで増えましたが、現在は
４人だけになってしまいました。少人数ですが、地域の隅々まで「明ルッ
ク（あかルック）
」することを心掛け、ゆっくり・のんびり、息の長い活動を続けていこうと考えています。
結成 平成 17 年４月
○ 結成の経緯
子どもが被害に遭う事件事故の多発を受け、地元
駐在所からの呼びかけにより結成
○ 団体の構成等
（代表）岡部 弘氏
（構成）地域住民有志
○ 活動地域
中央中学校区
○ 主な活動内容
・青パトでのパトロ
ール
・防犯広報活動

宇野学区防犯安全パトロール隊（岡山市中区）

甲浦学区は、岡山市の南部に位置し、北は児島湾、南は金甲山に
囲まれた自然豊かな学区です。
活動の特徴は、毎日朝、昼、夜、担当地域ごとに街灯のない場所
や、危険と思われる場所を重点的にパトロールしています。私たち
の団体では、青パト約 60 台を登録しており、多くの台数で活動を
分担することで、１台当たりの月の稼働回数は２～６回と、パトロー
ル頻度の割には少なく、無理のない活動を可能にしています。
また、普段から小学校をはじめ、安全・安心を守る会、警察署等
との連携を密にし、不審者情報等が入った場合には、連絡用のフロー
シートを活用して、各隊員の携帯メール
などへ速やかに情報を伝達することにも
努めています。
パトロール中は、子ども達とのあいさ
つや地域住民とのコミュニケーションを
大切にし、明るい街づくりを目指した活
動にも心がけています。
燃料費の高騰や隊員の高齢化など、活動する上で問題点はありますが、試行錯誤し
ながら、より効果的なパトロール活動を継続していこうと考えています。
結成 平成 18 年９月 12 日
○ 結成の経緯
安全・安心ネットワーク構築支援事業の募集を知り、
小学校と連合町内会の話し合いにより結成
○ 団体の構成等
（代表）
西谷萬二氏
（構成）
連合町内会、保護司、民生委員、児童委員
等 約150人
○ 活動地域
甲浦小学校区
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・早朝・夜間のパト
ロール
（青パト等）
・特殊詐欺被害防止
等の広報啓発活動
○

ＳＴＡＲＳ（瀬戸内市）

あいさつで一番

プロフィール

安全・安心・明朗・活発の街づくり

プロフィール

○

普段の活動は、各町内会ごとに、登下校時の見守りや、散歩、買
い物等、外出時の防犯ベストの着用などを中心に行っています。
私たちが特に力を入れているのが、朝夕のあいさつ活動です。入
学当初は恥ずかしがってあいさつがで
きなかった子も、次第にあいさつがで
きるようになり、卒業する時には、自
分から元気よくあいさつができるよう
になっています。小学校を卒業して
も、しっかりあいさつできる子がたく
さんいるのが、宇野学区の自慢です。
今後も「あいさつで一番の宇野学区」
と言われる様に、あいさつ活動をしっ
かりと行っていきたいと思います。
現在、高齢化による活動員の減少が
課題となっていますが、地域にも協力
を呼びかけながら、子ども達が安心して登下校できる通学路の維持に努めたいと思
います。子ども達と交わすあいさつと、子ども達の笑顔が私達のエネルギーです。

瀬戸内市牛窓地区を拠点に、青パトでの夜間パトロールを中心に
活動を行っています。構成員は、牛窓に本拠地を置く建設会社の代
表とその従業員で、地元企業として地域貢献できればとの思いで結
成し、日々の活動を行っています。
青パトでの活動を始めた理由のひとつに、代表のパトカーへの憧
れがありました。青パトでの活動は、「夢だったかっこいいパトカー
でのパトロール」と「地元企業としての地
域貢献」の一石二鳥で、「これだ！」と思
い、「ＳＴＡＲＳ」を結成しました。実は
初代の青パトは、アメリカのパトカーに似
せた塗装で、大型の回転灯を装備していま
した。
夜間パトロールでは、無灯火の自転車へ
の声掛けや、街灯の少ない地域の見回りなどを重点的に行っています。高齢化が進む中、
現役世代である自分たちの力で、地域の安全・安心に貢献していきたいと思っています。

４

５

結成 平成 17 年 12 月
結成の経緯
子ども被害の事件が増加し、「自分たちの地域は
自分たちで守ろう」との気運の高まりから結成
○ 団体の構成等
（代表）吉原万計氏
（構成）
ＰＴＡ等約180
人連合町内会
が中心
○ 活動地域
宇野小学校
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・徒歩によるパトロ
ール
○

地域安全のために

プロフィール

○

結成 平成 21 年６月
○ 結成の経緯
地元企業として地域貢献の方法を探していたとこ
ろ、青パト活動のことを知り結成
○ 団体の構成等
（代表）
元濱伸一氏
（構成）
従業員20人
○ 活動地域
牛窓地区
○ 主な活動内容
・朝の登校時の見守
り
・夜間の青色防犯パトロール（週１回）
○

